
ホームアレークリニック
訪問診療ガイドブック

医療法人社団ホームアレー
在宅療養支援診療所 ホームアレークリニック

在宅医療のホームアレークリニックが
地域の皆様からのご要望・ご質問に

お応えいたします。

〒154-0002

東京都世田谷区下馬6-27-11 セトル学芸大1F

TEL：03-6859-2800　　FAX：03-6859-2801

H  P：http://www.home-ally.jp/

患者様・ご家族様へ

ご相談はこちらまで



「はじめてガイド」を
お手に取ってくださった皆様へ

　「訪問診療 はじめてガイド」をお手に取っていただき、ありがとう
ございます。訪問診療（在宅医療）とは、病院やクリニックなどの医療
機関に通院が困難な方のために、医師を中心とする専門職スタッフ（看
護師やセラピスト）がご自宅に訪問し、治療や看護、リハビリテーション
を行うサービスです。

　この「はじめてガイド」では、訪問診療の導入をお考えの方やご家族
様からの質問とそのお答えや、実際の訪問診療の事例、導入までの流れ
などを紹介しています。
　皆様にとって、訪問診療について触れるきっかけとなれば幸いです。



訪問診療 料金表 平成30年 4月～

高齢者（70歳以上）

一般（70歳未満）

１割

2割

3割

3割

14,０００円 

14,０００円 

57, 600円

負 担 額 の 上 限

高額医療による

自己負担限度額

●定期的な訪問診療（基本 2回 / 月～訪問）

基本負担内容

在宅時医学総合管理料　＋

訪問診療費

臨時往診費

検査費用等

在宅時医学総合管理料　＋

訪問診療費

臨時往診費

検査費用等

在宅時医学総合管理料　＋

訪問診療費

臨時往診費

検査費用等

在宅時医学総合管理料　＋

訪問診療費

臨時往診費

検査費用等

対象 負担割合 負担額の上限（通院）

※患者さまのお身体の調子や病気によって料金も変動がございます。

　 ご不明な点がありましたら、 お近くの医療機関までご相談ください。

（年間上限 14 万 4 千円 )

（年間上限 14 万 4 千円 )

※所得に応じて異なる

●診察代

　◎初診料　　　　362 点

　◎再診料　　　　 73 点（計画的な医学管理をする場合、外来管理加算 52 点も算定します。）

　◎訪問診療料　計画的に診察を行った場合　　　　　　　　　　　　　　　

●往診料　患者様または介護者の求めに応じて訪問する場合　　　　　　　　

　　※但し、往診の時間帯と緊急性の有無によって料金が変わります。※１

●在宅時医学総合管理料　計画的な医学管理の下、

　　　　　　　　　　　　定期的な訪問診療を実施している場合に月 1 回算定

　　　・重症患者※2（月 2 回以上訪問）　　　　　　　　　　　　　　　 　

　　　・月 2 回以上訪問している場合　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　・月１回訪問している場合                                　　 　 　　　　　

　◎在宅時医学総合管理料の加算

　　包括的支援加算　　　　150 点 特に通院が困難な患者様に対して、

 他機関との連携をとる場合に加算 ※3

●検査・処置・注射を行った場合は別途料金が発生いたします。

　※項目や数量によって料金は異なります。

●特殊な医療管理が必要な患者様は、別途管理料を算定させて頂きます。

　　例）在宅酸素、自己注射、自己導尿、経管栄養、中心静脈栄養　等

●患者様または介護者の求めに応じて医学的指導・助言を電話にて行った場合は、電話再診料

　を頂く場合があります。※１

●公費受給者証をお持ちの場合、対象の医療費については公費適用となります。

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

833 点

720 点

5,000 点

4,100 点

2,520 点



時間

6：00 ～ 8：00

8：00 ～ 9：00

9：00 ～ 18：00

18：00 ～ 22：00

22：00 ～ 6：00

138

138

73

138

493

2,410

910

845

2,410

3,765

電話再診 臨時往診

時間

6：00 ～ 8：00

8：00 ～ 18：00

18：00 ～ 22：00

22：00 ～ 6：00

138

138

138

493

2,410

910

2,410

3,765

電話再診 往診

※2…重症度の髙い患者

・末期の悪性腫瘍の患者 ・指定難病の患者 ・酸素療法を実施している患者

・後天性免疫不全症候群の患者 ・脊髄損傷の患者 ・真皮を超える褥瘡の患者　

・人工呼吸器を使用している患者 ・気管切開の管理を要する患者 

・気管カニューレを使用している患者 ・ドレーンチューブ等を使用している患者

・人工肛門等の管理を要する患者 ・在宅自己導尿を実施している患者

・在宅自己腹膜灌流を実施している患者 ・在宅血液透析を実施している患者

・スモンの患者 ・在宅中心静脈栄養を実施している患者　

・在宅成分栄養経管栄養法を実施している患者　

・植込み型脳・脊髄電気刺激装置による疼痛管理を受けている患者

・携帯型精密輸液ポンプによるプロスタグランジンⅠ2 製剤の投与を受けている患者

※3…特に通院が困難な患者様に対して、他機関との連携をとる場合

・要介護 2 以上に相当する患者　　　　

・認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅡｂ以上の患者

・月 4 回以上の訪問看護を受ける患者　

・訪問診療または訪問看護時に処置を行っている患者

・特定施設等の入居者の場合は医師の指示を受けて看護師が痰の吸引、胃瘻

・腸瘻の管理などを行う患者 

・その他関係機関等との連携の為に特に重点的な支援を要する患者

※１…電話再診料・臨時往診料（緊急性のある場合）

　　平日　　　　　　　　　　　　　（単位：点）

土曜

施設基準について（H30.4 月時点）

時間

6：00 ～ 22：00

22：00 ～ 6：00

263

493

2,535

3,765

電話再診 往診

日曜・祝日

機能強化型在宅診療支援診療所

3 名以上の常勤医師が在籍し、一定

以上の緊急往診、看取りの実績があ

ると共に、連携する診療所にて患者

様情報共有とお互いの緊急時に連携

し往診へ伺う体制を整えた診療所



Vol.1

A. 通院が困難な患者様のご自宅に医師が定期的に訪問し、定期的な診療・薬の処方・
　 検査などで健康管理を行います。 

　こんにちは。この度は、皆様から寄せられる「訪問診療」に関する質問について、
Q＆Ａ方式にまとめました。基礎的なところも説明しますので、是非とも疑問を解決して、
今後にお役立て下さい。

A. 訪問診療を行う患者様には、専用の連絡番号をお伝えし、急に具合が悪くなった時でも、
　24 時間対応できる体制をとっています。
　また、病状によっては連携をとっている地域の病院をご紹介いたします。

A.「訪問診療」はご自宅に医師が定期的に訪問し、定期的な診療・薬の処方・検査などで
　健康管理をしますが、「往診」は具合が悪くなった時に、臨時で医師が診察にうかがう
　ものです。 

A. 訪問診療には医療保険が適用されます。月 2 回の訪問診療で月額約 6,000 円と
　なります。（1 割負担の場合）
　 ※検査・処置・注射を行った場合には別途料金が必要になります。

訪問診療 Q&A

ホームアレークリニック公式ホームページ

ホームアレー

http://www.home-ally.jp/

問い合わせ：０３－６８５９－２８００　担当：菅原・清川・芦野・石山
〒１５４－０００２
東京都世田谷区下馬６－１７－１１ セトル学芸大１Ｆ
http://www.home-ally.jp/

何でもお気軽にご相談ください♪



Vol.2

訪問診療 Q&A

A. 

A. 既にかかりつけの病院がお決まりの場合にはそちらの病院に入院できるよう医療連携室と
 　調整します。かかりつけの病院がお決まりでない場合には、地域の連携病院への入院を
　 手配致しますが、万が一、かかりつけの病院、連携病院が満床で、入院の受け入れが
 　できない場合には、病気の種類や重傷度に応じた入院先をお探し致します。

A. 酸素療法・人工呼吸器使用・経管栄養等ご自宅に戻られても受けることができます。
　 これまでの担当医の先生と訪問診療担当医が連携を取り、今後の治療について調整を
　 行います。

A. 患者様の健康状態により、医師が訪問看護が必要かどうか判断いたします。
 　必要な場合には、訪問看護やケアマネジャーと連携し、導入致します。

ホームアレークリニック公式 Facebook
ホームページ右下のリンク
からアクセスください。

内科を診療科目としているクリニックでも、白内障や結膜炎の目薬を処方する
ことが可能ですし、褥瘡ができてしまった場合には、褥瘡処置も可能です。
但し、専門医に任せた方がよい病状の場合には、紹介状を書いて専門医受診を
お勧めし、その専門医と情報共有しながら患者様のフォローアップを致します。



Vol.3

訪問診療 Q&A

A. あくまで患者様の症状や、様態を元にご本人とご家族と相談し決定します。

A. 患者様のご状態、医師の診断に応じて医療証の適用が認められます。
　 ※事前に、医療証のご提示をお願いしております。

A. 次のような段階を踏んで、サービス導入とさせていただいております。
　 ※当院ではより良いサービス提供のため、事前に当院職員の医療コーディネーターが
　 事前にご状態に関しての聞き取り・サービス内容の説明を行います。訪問診療の
　 システムを十分ご理解していただいた上で、診療を開始いたします。段階を踏む
　 ことで、安心してサービスをご利用いただけると考えているからです。

A. クリニックによって異なりますが、医師と補助者（看護師等）の二名が伺うことが
　 多いようです。

A. 患者様の状態にもよりますが、安定された患者様で10分～15分程度となります。
　 医療処置や医療行為の内容によっては、必要なお時間をいただきます。

　上記あるいは上記以外のこと
でも疑問などがございましたら、
当クリニックのコーディネーター
まで、どうぞお気軽にご相談下さい。

A. できる限り立ち会うことをお勧めします。治療の過程を見ることや、その場で相談
　 できることが、ご家族の安心につながると考えています。
 　ただし、遠方にお住まいで立ち会うことが難しい場合であっても、ケアマネジャー
　 など関係機関と連携しながら実施することができます。

Ｑ. 診察時に家族は立ち会ったほうがよいでしょうか？



診療情報提供書って何？

診療情報提供書（紹介状）とは
　

（FAX・メール・郵送でも可）

Vol.4

診療情報提供書 
 

    
 
紹介先医療機関名 

紹介元医療機関の所在地及び名称 
東京都○○区○○0-00-00  
○○○○クリニック  

電話番号  03-0000-1234 
FAX 番号   03-0000-5678 
医師氏名          印 
 

東京 一例

154-0002
東京都○○区○○町 0-00-0

男

090-1234-5678
1959 4 22 78 医療コーディネーター

130114514

※一例

内科 ○田 一郎

平成26年12月12日

消化器悪性腫瘍の疑い

検査目的入院のご相談

時期不詳　　高血圧
1995 年　　　２型糖尿病
2001 年　　　前立腺肥大症

2013 年 2月　　脳梗塞 （左片麻痺）
2013 年 9月　　誤嚥性肺炎

平素より大変お世話になっております。
上記患者様ですが、2014 年 5月より当院訪問診療中の患者さんです。
以前よから２型糖尿病に対してアマリール1mg/日、ボグリボース0.6mg/日を内服し、HbAlc6.5％程度と安定
していました。2014年7月頃より徐々に血糖コントロールが悪化し、11/5 には 9.8％の高値となっております。
食事の内容は変わっておりません。腫瘍マーカーがCEA9.8、CA19-9 103.2と高値であり、消化器悪性腫瘍を
疑っております。脳梗塞後遺症で寝たきり固定となっており、通院での検査は困難と思われます。ご多忙のところ
誠に恐縮ですが、入院による検査をご検討いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いします。

患者住所

患者氏名

電話番号

〒

性別様

患者ID
生年月日 年 月 日 （　　歳） 職業

傷　病　名

紹　介　目　的

既往歴及び家族歴

症状経過及び検査結果

症状経過及び検査結果

現在の処方

備　　　考

# 2型糖尿病　　　　　　　　アマリール 1mg/ 日、ボグリボース 0.6mg/ 日で HbAlc6.5％でしたが、この６か月で
　　　　　　　　　　　　　　急激に悪化しており、消化器悪性腫瘍を疑っております。
#脳梗塞後遺症 （左片麻痺）　　寝たきり固定の状態です。
#嚥下機能低下　　　　　　　ムース食を何とか摂取できる状態です。ST による嚥下訓練を行っています。
#高血圧　　　　　　　　　　ディオバン 80mg/ 日、アムロジン 5mg/ 日で 130/80 程度と安定しています。
#前立腺肥大症　　　　　　　ハルナール 0.2mg/ 日内服で安定しています。

ディオバン錠 80mg １錠 分 1 朝食後　　　アムロジン錠 5mg 1 錠 分 1 朝食後
アマリール錠 1mg 1 錠 分 1 朝食後　　　 ボグリボース錠 0.2mg 3 錠 分 3 毎食直前
ハルナール錠 0.2mg 1 錠 分 1 朝食後 ⑦現在の処方内容

直近の処方内容を

　確認

 ⑤症状経過
及び検査結果
検査結果を

記載したり別

紙にて添付

　する

①患者情報
　個人情報の取り扱い

には注意が必要

検査依頼？

受診目的？

転院目的？

　etc...

③紹介目的

　予後や今後の

治療方針を記載

⑥治療経過

②傷病名
　現在治療中の

主疾患を記載

④既往歴及び
家族歴

　これまでの疾患

や家族背景等

※診療情報提供書は、様々な様式があり医療機関や医師により異なります。

※個人情報に関する取扱いには、十分注意して管理しております。

医療法人社団ホームアレー

医師同士を繋ぐ重要な書類

A.

Q.「診療情報提供書」とは何でしょうか？

通院が困難な患者様のご自宅に医師が定期的に訪問し、定期的な診療・薬の処方・
　 検査などで健康管理を行います。 

診療情報提供書（紹介状）は、医師が他の医師へ患者を紹介する場合に発行される
書類のことです。内容は、紹介の目的・疾患の症状・診断・治療経過・現在の処
方等です。他の機関との連携や継続性を確保する為に必要です。



訪問診療 事例集

No.1 ターミナルケアの患者様

事例 1　月 1回の定期訪問診療

ターミナルケアの事例

訪問診療導入の経緯と経過

83 歳女性　

疾患：認知症　高血圧

1 か月にかかった医療保険点数 3,996 点

医療保険請求金額 =4,000 円　※1 割負担（後期高齢者）

在宅ターミナルケア加算・看取り加算

※訪問診療の算定については、患者様の状態や訪問頻度によって異なりますのでご注意ください。

　ADL（日常生活動作）低下と認知症状の悪化のため

１人での通院が難しく訪問診療導入に至る。

　元々月１回の通院で落ち着いていたことと、経済的

理由から訪問診療は月１回の希望。

　月1回の訪問にて病状は落ち着かれている。熱発した

際に電話での相談あり、手持ち薬の内服指示にて改善

する。

当院では、基本的に月 2 回以上訪問させて頂き、健康管理・緊急対応を

実施しております。尚、定期訪問の回数に関しては患者様の病状に応じ、

相談を受け賜っております。

月 1 回希望で導入された場合でも、患者様の病状に応じては月 2 回以上

になりますのでご了承ください。

訪問診療（1 回）　

在宅時医学総合管理料（機能強化型月１回）

包括的支援加算

電話再診（深夜）

833 点 ×1　　　833 点

2,520 点

150 点

493 点



訪問診療 事例集

No.1 ターミナルケアの患者様

ターミナルケアの事例

訪問診療導入の経緯と経過

在宅ターミナルケア加算・看取り加算

※訪問診療の算定については、患者様の状態や訪問頻度によって異なりますのでご注意ください。

　退院後は１人での通院が難しく訪問診療導入に至る。

　在宅での介護サービスは週４回のデイサービスと週

１回（月4回）の訪問看護を利用し、食事・内服管理にて

病状は安定。慢性心不全は、体重管理・塩分や水分の

制限・服薬等、病院で指示された自己管理をしっかり

続けることが何よりも重要。状態把握のため、定期訪

問診療を月２回実施。

訪問診療（2 回）　

在宅時医学総合管理料（機能強化型月 2 回）

訪問看護指示料

包括的支援加算

833 点 ×2　　　1,666 点

4,100 点

300 点

150 点

73 歳女性　

疾患：慢性心不全、心房細動、高血圧症

事例 2 　月 2回の定期訪問診療

1 か月にかかった医療保険点数 6,216 点

医療保険請求金額 =12,430円　※2 割負担（前期高齢者）



訪問診療 事例集

No.1 ターミナルケアの患者様

事例 3 ターミナルケアの患者様

ターミナルケアの事例

ターミナルケアとは

訪問診療導入の経緯と経過

在宅ターミナルケア加算・看取り加算

※訪問診療の算定については、患者様の状態や訪問頻度によって異なりますのでご注意ください。

　経口摂取が難しくなり２４時間での高カロリー輸液開始。在宅で２４時間高カロ

リー輸液を管理するため、CV ポート（皮下埋め込み型ポート : 皮膚の下に埋め込ん

で点滴するために使用）を留置。疼痛緩和目的として医療用麻薬を使用。定期の訪問は

週に 1 回（月 4 回）。他臨時で 6 回伺う。

　訪問診療導入時、病院での最期を希望されていた。その後、ご本人が最期まで自宅で

過ごしたいという意思を示され、ご家族の介護により、ご自宅でのお看取りとなった。

訪問診療（4 回）

往診（昼）

往診（夜）

在宅中心静脈栄養法指導管理料

注入ポンプ加算

在宅時医学総合管理料

頻回訪問加算

ターミナルケア加算

看取り加算

※その他費用として、死亡診断書（自費）

833 点 ×4　　　3,332 点

845 点 ×3　　　2,535 点

3,765 点 ×3　　 11,295 点

3,000 点

1,250 点

5,000 点

600 点

5,500 点

3,000 点

5,400 円

　末期癌患者など死が避けられない終末期の

患者に対して、死を迎えるまでのケアのこと

を指します。身体的疼痛のコントロールだけ

でなく、死と直面していることによる恐怖、

不安、家族への人格的援助も含まれます。

80 歳男性　

疾患：膵臓癌末期　の場合

１か月にかかった医療点数 35,512 点

医療保険請求金額 =35,510 円　※1 割負担（後期高齢者）

自己負担限度額の上限に達するため請求金額は14,000円

別途文書料 5,400円

事例 3 ターミナルケアの患者様



医療法人社団ホームアレー
在宅療養支援診療所 ホームアレークリニック

〒154-0002

東京都世田谷区下馬6-27-11 セトル学芸大1F

TEL：03-6859-2800　　FAX：03-6859-2801

H  P：http://www.home-ally.jp/

医療法人社団ホームアレー

ホームアレークリニック
http://www.home-ally.jp/
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